
まずは国土交通自書の読み込みから
技術士第二次試験の内容が2013年度から変わる。技術的体験論文が廃止され、択―式の

必須科目が課されるようになるのだ。択―式の問題は配点こそ低めだが、合否判定基準に

達していなければ試験には不合格となる見込みだ。連載の初回では、試験制度の変更概要

を紹介するとともに、新たに出題される択―式試験への備え方をひも解いていく。(本誌)

12年 11月 14日 に開催 した「技術士

分科会試験部会 (第 19回 )」 の配布

資料などだ。

改正内容

技術士第二次試験の改正内容を下

の表に示す。主な変更点は以下に記

す通り。

(1)一般論文が廃止されて、代わ

りに択一式が復活する。なお、択一

式は06年度まで一般論文と同時に

実施されていた。14年度までは択

一式の試験結果による足切りは実施

されずに論文の採点は実施される。

例年どお りの合否基準を踏まえれ

ば、択一式で基準点に満たなければ

不合格 となると考えられる。15年

度以降は、択一式の結果が合否判定

基準に達していなければ論文の採点

もされない。足切りが始まるのだ。

2013年度から技術士第二次試験

の内容が大きく変わる。まだ、不明

確な点があるものの、まずは原稿を

執筆している12年 12月 12日 時点で

判明している改正内容について紹介

する。

根拠となる資料は、文部科学省が

■ 技術士第二次試験の改正内容
<筆記試験>
総合技術監理部門を除く技術部門

(注 )2015年 度試験からは、択―式試験の成績が合否決定基準に満たない者について
は、記述式試験の採点を行わない

「技術部門」全般にわた
る論理的考察力と課題
角翠力k育ヒフリ

記述式
600字詰め原稿
用紙3枚以内

「選択科目」に関する専
門知識と応用能力

記述式
600字 詰め原稿
用紙6枚以内

筆記試験合格者のみ提出

Fttl黒逢∬
る璃

111:書慧鸞騨
用紙4枚 以内

「選択科目」に関する課
題解決有ヒカ

記述式

600字詰め原稿
用紙3枚以内

総合技術監理部門

「総合技術監理部門」に
関する課題解決能力およ
び応用能力

択一式

40間 出題

全問解答

記述式
600字 詰め原稿
用紙5枚以内

筆記試験合格者のみ提出

「総合技術監理部門」に
関する課題解決能力お
よび応用能力

択―式
40問 出題
全問解答

記述式
600字詰め原稿
用紙5枚以内

受験申し込み時に提出する業務経歴票を見直し



(2)口頭試験では、技術的体験論

文が廃止されて、業務経歴票と筆記

試験時の論文に基づく試間を受ける

ことになる。試験時間は20分間 (10

分程度延長される場合もある)。 従

来の45分間 (総合技術監理部門は

30分間)に比べて大幅に短縮される

格好だc

(3)専 門論文の目的である「専門

知識と応用能力を問う」論文の記述

枚数が、従来の600字詰め原稿用紙

6枚から4枚に削減される。その代

わり、新たに開果題解決能力を問う」

論文の作成を求められる。600字詰

め原稿用紙3枚相当の試験で、合計

7枚の論文を書かなければならなく

なる。

(4)技術的体験論文の廃止と口頭

<口頭試験>
総合技術監理部門を除く技術部門

試験の試験時間短縮に伴い、受験申

し込み時に提出する業務経歴票の様

式が変更されるcこ の様式について

は原稿の執筆時点では公表されてい

ないが、技術的体験論文を補うもの

なので、単なる業務経歴ではなく技

術的な言果題や解決策などを記入する

欄が設けられると想定される。

必要と考えられる対策

口頭試験時間の短縮をはじめ、前

述の試験内容の改正によって、受験

者の負担は減るかもしれない。しか

し、以下のような新たな対策も必要

となってくる。

(1)業務経歴票の様式が変更され、

これまで技術的体験論文に記してい

た経験内容が見て取れるものになる

と想定される。業務における課題や

経験に関する質問がしやすいような

様式になると考えられるからだ。そ

れでも、回頭試験で技術士にふさわ

しい経験の有無を試間する基本的な

観′点は変わらないだろう。技術的な

ポイントを押さえる意味では、これ

までどおり、業務を技術的な論点で

整理しておくことが大切だ。

(2)筆記試験で解答した専門論文

も、回頭試験での試間の材料にな

る。従って筆記試験終了後、すぐに

自分の答案を復元しておかなければ

ならない。口頭試験での質問を想定

した対策を講じておくためだ。口頭

試験を意識した問題選択をしておく

ことも重要になると考えられる。

こうした点を踏まえると、今回の

I.受験者の技術的体験を中心とする経歴の内容
と応用能力

・技術的体験論文と業務経歴により試間

①「経歴および応用能力」
Ⅱ,必須科目および選択科目に関する技術士とし

②「体系的専門知識」
③「技術に対する見識」

I.受験者の技術的体験を中心とする経歴の内容
と応用能力

・筆記試験における答案と業務経歴により試問

①「経歴および応用能力」

Ⅱ.技術士としての適格性および一般的知識

20`)

(10分 程度
延長可)

総合技術監理部門の必須科目

I.総 合技術監理部門の必須科目に関する技術
士として必要な専門知識と応用能力

・筆記試験における答案と業務経歴により試間

①「体系的専門知識」

②「経歴および応用能力」

20うか
(10分 程度
延長可)



■ 択―式試験の過去の出題傾向

2006年度試験 41選択肢

05年 度試験 44選択肢

04年 度試験 39選択肢

■ 択―式問題の過去の出題例

国土交通省が公表する白書はウェブサイトから確認できる(資料:国土交通省)

日本技術士会はウェブサイトで、過去の択―式の問題を公開している(資料:日 本技
術士会)

【2006年の出題】

Ⅱ-1-1 我が国の社会資本の整備について記した次の記述のうち,正 しいt)の はどれかc

① 下水道処理人口普及率は平成16年度末において,全国平均で681%に まで達したも

のの,人 口5万人未満の中小市町村における普及率は56.3%と 低い水準となっているc

② 国土交通白書2006版 によると,年間輸送旅客数が上位30位 以内で,鉄道アクセスが

可能な海外の主要空港は,都心からの鉄道の所要時間がおおむね20分以内であるのに

対し,成 田国際空港については30分 台であり,主要空港の中で最も長い所要時間とな

つている。

③ 我が国では人口50万 人以上の都市間の平均距RIFが 日本と同程度の面積を有するドイ

ツの約 2倍であるのに対して,高規格幹線道路の供用延長は,平成15年末で ドイツの

連邦高速道路が12,044kmで あるのに対し日本の高規格幹線道路の供用延長は平成16

年度末で6,030kmに とどまっている。

④ ノンス トップ自動料金支払いシステム (ETC)については,全国の利用率 (ETC利

用台数/通行総台数)が平成17年 9月 30日 から10月 6日 までの週間平均で50%を 突破

した。

⑤ 東京国際空港 (羽 田)の再拡張事業は,新たに4本 目の滑走路等を整備し,年間の発

着能力を現在の29.6万回から60.7万 回とほぼ倍増するものであり,平成16年度から事

業化が認められているc

【正解 41

■連載の予定

第1回 試験制度改正の概要と択一対策 (1月 14日 号)

第2回 専門論文の出題方法の推定 (2月 11日 号)

第3回 専門論文の出題予測 (1)(3月 11日 号)

第4回 専門論文の出題予測 (2)(4月 8日号)

第5回 総合技術監理部門の択―・論文対策

(5月 13日号)

択―式の最新情報 (6月 10日 号)

直前対策と試験当日の対応 (7月 8日号)

択一式の自己採点と論文復元 (8月 12日 号)

口頭試験対策 (1)(9月 9日号)

口頭試験対策 (2)(10月 14日号)

口頭試験対策 (3)(11月 11日 号)

口頭試験対策 (4)(12月 9日号)

この問題の選択肢に記載されているのは、全て2006年度版の国土交通白書の内容だ (当時は白書が4月
に発行されていた)。 「国土交通白書○〇年度版によると」というように、発行時期が重要となる問題
が出題される例もある。数字を問う設間の場合に多い。当該年度の白書で確認 しておく必要がある。こ
の出題例のように、設間ではかなり細かい数字まで問われるので、 しっかりとした対策が必要となる

贔



試験内容の改正は、必ずしも楽にな

る方向のものではないと言える。

出題方法と勉強方法

今回の改正によって、筆記試験の

勉強方法がどのように変わるのか

を、「択一式」「専門知識と応用能力

を確かめる専門論文」「課題解決能

力を確かめる専門論文」の三つに分

けて紹介する。なお、総合技術監理

部門の筆記試験については変更点が

ないので従来どおりだ。

(1)択―式

06年度まで実施されていた択一

式と同様の内容になると思われる。

日本技術士会のウェブサイトには、

04～ 06年度までに出題された択一

式の試験問題が掲載されている。

13年度の試験において、「これらの

出題内容を参考にするように」とい

うメッセージだとも考えられる。

06年度までは出題数が20間 で、

そのうち15間 を選択 して解答する

形式だった。これは、今回の改正内

容と符合する。この点も06年度ま

での出題傾向と13年度以降の択一

式の問題が類似した内容になるとみ

られる根拠の一つだ。

択一式の問題が最後に出題された

06年度以前について3年分の択一式

の出題傾向を分析すると、左ページ

上に示す表のようになった。出題数

20間 のうち半数以上が、国土交通

白書から出題されていた。択一式は

五肢択一問題なので、全部で100の

選択肢がある。このうち4割程度は

国土交通白書の内容だった。

賀ぎ
年度の国土交通白書の掲載

製霊究ぞ囃 蕩諾:T墨窪λ亀鮒
を抜2013年 4月 ごろ

まで

13年 6月 ごろま
で 扁

脚注から情報収集する。こうした情報を整理して、暗記
する

13年 6月 ごろまでに覚えた内容の復習筆記試験直前
まで

つまり、国土交通白書をしっかり

勉強することによって、かなり多く

の問題に対処できるというわけだ。

実際の出題例を左ページ下に示すの

で参考にしてほしい。

ただし、13年度版の国土交通白

書は、試験問題を作成する13年 6

月ごろの段階では発売されていない

可能性がある。13年の試験を受験

する際は、12年度版の国土交通白

書を使って勉強することになる。

国土交通白書以外からの出題は、

話題となった出来事や法律の制定・

改正の内容、建設の専門用語の定義

などを問うものが多い。

こうした項目を勉強するには、国

交省の政策や法改正などの最新情報

を、同省のウェブサイトや関連する

話題を掲載する専門誌などから収集

し、整理 して覚えることが必要だ。

これらの点を整理して、勉強の方法

やスケジュールなどをまとめたもの

を上の表に示す。

(2)専門知識と応用能力を確かめる専

門論文

専門知識と応用能力を問う試験

は、12年度までの専門論文と変わ

らない。試験の答案となる原稿用紙

の枚数こそ変わるものの、内容につ

いてはこれまでと同じだと予測され

る。そのため、勉強方法について

は、12年度までと同じような取 り

組みで問題ない。

(3)課題解決能力を確かめる専門論

文

課題解決能力は12年度まで一般

論文で問われていた。建設部門全体

にわたる課題に対する解決策を求め

る内容だった。しかし、今回の改正

では、「選択科目に関する課題解決

能力」へと変わった。建設部門の 11

科目における課題を解決する内容に

変わるのだ。

そのため、自分が受験する選択科

目における課題を抽出して、それに

対する解決策を整理しておくことが

求められる。

専門論文において考えられる出題

パターンや出題内容の詳細について

は、次回以降の連載で記 していく。

次回はまず、「専門論文の出題パ

ターン」を紹介する。

■執筆協力者

伊藤技術士事務所代表
伊藤 功

トマル経営技術コンサルタント代表
外丸 敏明

坂ロテクノコンサルタント代表
坂口 和保

■ 択―式に向けた勉強スケジュールの例


